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補 正 予 算 参 考 資 料

【平成２９年度　　９月補正予算】

財務部財政課

議会配布資料



『補正予算の概要』

●補正予算規模 （単位：千円）

●一般会計款別補正予算規模 （単位：千円）

●特別会計補正予算規模 （単位：千円）

30,988

11,000 0

01,268

起債

148,581

その他

237合　　　　　計

1,283

21,124

202,7240

149,055 237

1,283

22,155

204,229

一般財源

237

今　回
補正額

介 護 保 険 （ 保 険 事 業 勘 定 ）

特　別　会　計　名

国 民 健 康 保 険 （ 事 業 勘 定 ）

355,426

2,700

2,000

15,01418,360

▲ 1,008

14,199

財　源　内　訳

教 育 費

諸 支 出 金

産 地 直 売 所 事 業

23,700

1,031

総 務 費

2,830

429,399

21,755

７款 商 工 費 11,000

245,391

  ２款

　８款

　３款

▲ 1,008

82,797

土 木 費

4,000

4,014

今　回
補正額

合 計 47,891,110

一般財源起債 その他国庫
財　源　内　訳

30,435,750

特 別 会 計

一 般 会 計 30,865,149429,399

歳　　出　　区　　分

17,659,589

633,628

204,229

県費

130

平成２９年度　９月補正予算のポイント

区　　　分

(地域活性化及び公有財産の適正管理に向けた補正予算)

48,524,738

　淡路市の基幹産業である第一次産業の生産性を向上させるための施策や、コンビ
ニ交付システムの充実を図るための予算を措置する。
　また、震災記念公園の風力発電施設の損傷に伴う発電収入の減額に対する支援、
釜口地区から学習小学校へのスクールバス運行に伴う通学バス乗降場の整備や、日
本遺産に認定された「国生みの島・淡路」を構成する舟木遺跡の埋蔵文化財調査を
実施する。
　併せて、平成２８年度決算に伴う各種精算金を予算編成するものである。

既決予算額 今回補正額

17,455,360

補正後の額

14,360

3,300

245,391

82,797

消 防 費

衛 生 費 10,338

民 生 費

後 期 高 齢 者 医 療 30,988

3,381

１３款

合　　　　　計 26,400

県費国庫

10,338

６款 農林水産業費 23,296 11,09712,199

　４款

１０款 33,000

９款

748住 宅 用 地 造 成 事 業 748

－1－



一般会計補正予算の概要

千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

1

2

3

4

5

6

千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

1

2

3

千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

1

2

3

4

5

6

7

（２）公有財産適正管理事業

一般コミュニティ助成等事業

震災記念公園指定管理料の増額 商工観光課 11,000

3,700

江井分団消防器具庫整備事業 2,830

3,327

金額

355,405

　平成２８年度決算に伴う剰余金処分等の精算や補助金確定等による事業費の精査を行
う。

314

震災記念公園管理事業

平成28年度決算剰余金に係る法定積立

平成28年度国県負担金確定に伴う返還金

野田尾町内会だんじり修繕等助成等

福祉総務課

再整備のための用地購入

1,430

14,360

12,130

淡路広域水道企業団補助金 上水道高料金対策補助金 下水道課 10,272

29,710

財政調整基金積立金

利用者の利便性向上のためのシステム構築 市民総務課

後期高齢者医療特別会計繰出金

26,400

消防防災課

13,000漁港施設機能保全計画策定事業

学習小学校スクールバス乗り場の整備

事業内容

新規集落の追加、超急傾斜地加算の増

水産振興課

13,265

所管課

農林振興課

所管課

8,000

1,904

主　な　事　業　名

舟木遺跡埋蔵文化財発掘調査

岩屋漁港の機能保全診断業務等

農地整備課

38,830

3,500

経営体育成支援事業

中山間地域等直接支払事業

まちづくり政策課

主　な　事　業　名

　共同利用機械購入の助成や中山間地域等直接支払制度の拡充、漁港施設の長寿命化計画
策定等により、基幹産業である第一次産業の生産性の向上を図る。また、日本遺産に認定
された「国生みの島・淡路」を構成する舟木遺跡の埋蔵文化財調査を実施する。

　震災記念公園保存館の風力発電施設の損傷に伴う発電収入の減額に対する支援、老朽化
に加え土砂災害危険個所に位置する江井消防器具庫の移設、釜口地区から学習小学校への
スクールバス運行のためのバス乗り場整備を行い、公有財産の適正管理に努める。

学習小学校バス乗り場整備事業

事業内容

教育総務課

3,700

社会教育課

地域福祉課

340,731

生活保護費国県負担金返還金

システム更新に伴う繰入金

所管課

福祉総務課

コンビニ交付システム本籍地サービス構築事業

4,000

障害者自立支援給付費国県負担金返還金 平成28年度国県負担金確定に伴う返還金

14,199

（１）地域活性化・支援事業

11,000

遺跡環境保護に向けた発掘調査

5,060

金額

農林振興課

35,164

生田大坪地区ほ場整備事業

共同利用機械等の導入助成

県営ほ場整備事業

財政課 245,391

25,000

金額

（３）その他

主　な　事　業　名

マイナンバーカード等の記載事項充実事業 旧姓併記を可能とするシステム改修 市民総務課

事業内容

14,360

30,349

－2－



★印は新規事業  ☆印は箇所新

【一般会計】

☆淡路市民の歌啓発事業 （事業内容） 秘書広報課

淡路市民の歌を啓発するため、手話バージョンを作成し、市の

ホームページに掲載する。

（予算額の内訳）

12節　役務費　54千円

一般コミュニティ助成事業 （事業内容） まちづくり政策課

野田尾町内会（津名地区）のだんじり修繕に要する費用につい

て、（一財）自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用

して、助成を行う。

　淡路市コミュニティ助成事業補助金

　【補助率10/10、上限2,500千円】

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　2,500千円

地域防災組織育成助成事業 （事業内容） まちづくり政策課

野田尾町内会（津名地区）の防災機器等整備に要する費用につ

いて、（一財）自治総合センターのコミュニティ助成事業を活

用して、助成を行う。

　淡路市コミュニティ助成事業補助金

　【補助率10/10、上限2,000千円】

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　1,200千円

★マイナンバーカード等の記載 （事業内容） 市民総務課

事項充実事業 女性活躍推進等の関係法令の改正に対応するため、住民基本

台帳及びマイナンバーカードに、本人からの届出により旧姓

の併記を可能とするよう住民基本台帳システム、コンビニ交

付システム等を改修する。

（予算額の内訳）

13節　委託料　14,360千円

☆コンビニ交付システム本籍地 （事業内容） 市民総務課

サービス構築事業 住所地と本籍地が異なる方への戸籍証明書のコンビニ交付が

可能となるシステムを新たに構築する。

（予算額の内訳）

13節　委託料　3,327千円

主　要　事　業　一　覧　表

項　　　　　　　　　　　目 内　　　　　　　　　　容 所管課

－3－



（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源

12-13 2-1-2 54 54

12-13 2-1-6 2,500 2,500 0

コミュニティ助成事業交付金（10/10）

12-13 2-1-6 1,200 1,200 0

コミュニティ助成事業交付金（10/10）

12-13 2-3-1 14,360 14,360 0

社会保障・税番号制度システム整備費補助金（10/10）

12-13 2-3-1 3,327 3,327

補正額
財　　　　　　　源　　　　　　　内　　　　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

－4－



★印は新規事業  ☆印は箇所新

項　　　　　　　　　　　目 内　　　　　　　　　　容 所管課

障害者自立支援給付等事業 （事業内容） 地域福祉課

前年度障害者自立支援給付等事業に係る国庫・県負担金の精算

に伴う返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　30,349千円

　（国庫　26,325千円、県費　4,024千円）

後期高齢者医療特別会計 （事業内容） 福祉総務課

繰出金 後期高齢者医療システムの更新に伴う繰出金の増

（予算額の内訳）

28節　繰出金　12,130千円

臨時福祉給付金支給事業 （事業内容） 福祉総務課

平成27･28年度臨時福祉給付金支給事業に係る国庫負担金の

精算に伴う返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　6,924千円

生活保護事業(扶助費） （事業内容） 福祉総務課

前年度生活保護費給付事業に係る国庫・県負担金の精算に伴う

返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　29,710千円

　（国庫　29,192千円、県費　518千円）

淡路広域水道企業団補助金 （事業内容） 下水道課

淡路広域水道企業団に対する上水道高料金対策補助金

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　10,272千円

経営体育成支援事業補助金 (事業内容) 農林振興課

地域の中心農業経営体や条件不利地域で経営規模が小規模な

農業経営体等が実施する共同利用機械等の導入に助成する。

採択団体の増加に伴い、補助金を増額する。

【補助率】県1/2～1/3、事業者1/2～2/3（市随伴なし）

【対象団体】２団体

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　1,904千円

県営ほ場整備事業 （事業内容） 農地整備課

ほ場の区画整理や農道･水路等を整備し、営農組織の設立によ

る農地の集団化や利用集積を行い、農業生産の向上や安定した

農業経営を図るため、ほ場整備事業に対し市が一部を負担する。

－5－



（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　　　　源　　　　　　　内　　　　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

12-13 3-1-3 30,349 30,349

12-13 3-1-13 12,130 12,130

12-13 3-1-15 6,924 6,924

14-15 3-3-2 29,710 29,710

14-15 4-3-1 10,272 10,272

14-15 6-1-3 1,904 1,904 0

経営体育成支援事業補助金(1/2～1/3)

14-15 6-1-5 3,500 3,500

－6－



★印は新規事業  ☆印は箇所新

項　　　　　　　　　　　目 内　　　　　　　　　　容 所管課

生田大坪地区の事業費増に伴い、市の負担金を増額する。

【補助率】国55％、県27.5％、市10％、地元7.5％

【事業費】30,000千円　→　65,000千円　

(予算額の内訳)

19節　負担金補助及び交付金　3,500千円

中山間地域等直接支払補助金 (事業内容) 農林振興課

集落協定に基づき、５年間継続して農業生産活動を行う集落

に助成し、耕作放棄地増加の抑制、多面的機能を確保する。

新規集落の追加、制度緩和による超急傾斜地保全管理加算の

増加に伴い、補助金を増額する。

【交付単価】21,000円/10a

　　　　　（超急傾斜地の場合は6,000円加算）

【補助率】国1/2、県1/4、市1/4

【対象事業】面積13,849,800㎡ → 13,978,262㎡

　　　　　　超急傾斜地390反　→ 658反

(予算額の内訳)

19節　負担金補助及び交付金　5,060千円

★漁港施設機能保全計画策定事業 （事業内容） 水産振興課

市が管理する漁港施設の機能保全診断を行い、漁港施設の長寿

命化を図るため、機能保全計画を策定する。

【対象漁港】岩屋漁港

【補助率】県1/2

（予算額の内訳）

13節　委託料　13,000千円

★震災記念公園管理事業 （事業内容） 商工観光課

震災記念公園の風力発電施設の損傷に伴う発電収入への影響額

として、指定管理料を増額する。

（予算額の内訳）

13節　委託料　11,000千円

江井分団消防器具庫整備事業 （事業内容） 消防防災課

老朽化及び土砂災害危険個所(山腹崩壊)に位置する江井消防

器具庫について、江井地区の消防防災拠点施設として、被害想

定区域外へ移設し、再整備するための用地購入費を増額する。

（予算額の内訳）

17節　公有財産購入費　2,830千円

★学習小学校バス乗り場整備事業 （事業内容） 教育総務課

平成30年４月から釜口地区から学習小学校へ通学バスを運行

させるため、学習小学校にバス乗り場を整備する。

－7－



（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　　　　源　　　　　　　内　　　　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

14-15 6-1-8 5,060 3,795 1,265

中山間地域等直接支払交付金(国1/2、県1/4)

14-15 6-3-3 13,000 6,500 6,500

水産物供給基盤機能保全事業補助金(県1/2)

14-15 7-1-4 11,000 11,000 0

震災記念公園基金繰入金

16-17 9-1-3 2,830 2,700 130

合併特例事業債（95％）

16-17 10-2-1 25,000 23,700 1,300

合併特例事業債（95％）

－8－



★印は新規事業  ☆印は箇所新

項　　　　　　　　　　　目 内　　　　　　　　　　容 所管課

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　25,000千円

埋蔵文化財発掘調査事業 （事業内容） 社会教育課

平成28年度に実施した舟木遺跡の発掘調査の結果、弥生時代

後期の竪穴式建物跡が検出され、多数の鉄器が出土したこと

から、弥生鉄器文化を理解する上で極めて重要な遺跡である

ことが明らかになった。この遺跡の重要性に鑑み、早急に遺

構と遺跡環境の保護措置を講じる必要があり、史跡指定を目

指し、調査を実施する。

（予算額の内訳）

 8節　報償費　　 81千円

13節　委託料　7,919千円

財政調整基金積立金 （事業内容） 財政課

平成28年度決算に伴い、地方財政法第7条の規定により、剰余

金の1/2以上を積み立てる。

　H28年度決算剰余金　490,780,861円

（予算額の内訳）

25節　積立金　245,391千円

【国民健康保険特別会計（事業勘定）】

介護納付金 （事業内容） 福祉総務課

介護納付金の確定による補正

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　19,368千円

財政調整基金積立金 （事業内容） 福祉総務課

前年度繰越金確定による基金積立金

・国民健康保険財政調整基金条例第２条に基づく積立金

　　前年度繰越金 139,604,974円×1/2≒69,803千円

（予算額の内訳）

25節　積立金　69,803千円

国民健康保険事業償還金 （事業内容） 福祉総務課

前年度国民健康保険事業に係る国庫、支払基金の精算に伴う

返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　58,558千円

（国庫53,108千円、支払基金5,450千円）

－9－



（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　　　　源　　　　　　　内　　　　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

16-17 10-4-4 8,000 4,000 2,000 2,000

埋蔵文化財調査事業補助金（1/2）

埋蔵文化財調査事業補助金（1/4）

16-17 13-1-1 245,391 245,391

9-10 6-1-1 19,368 19,368

9-10 9-1-1 69,803 69,803

9-10 11-1-3 58,558 58,558

－10－



★印は新規事業  ☆印は箇所新

項　　　　　　　　　　　目 内　　　　　　　　　　容 所管課

【後期高齢者医療特別会計】

後期高齢者医療システム更新 （事業内容） 福祉総務課

事業 後期高齢者医療システムの更新を行う。

（予算額の内訳）

13節　委託料　12,130千円

後期高齢者医療広域連合納付金 （事業内容） 福祉総務課

前年度保険料確定により兵庫県広域連合分賦金を追加納付する。

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　18,858千円

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

介護保険事業償還金 （事業内容） 長寿介護課

前年度介護保険事業に係る国庫、県費、支払基金の精算に伴う

返還金

（予算額の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　22,155千円

（国庫17,595千円、県費1,297千円、支払基金3,263千円）

【産地直売所事業特別会計】

産地直売所事業特別会計運営 （事業内容） 商工観光課

基金積立金 前年度繰越金確定による基金積立金

・前年度繰越金　1,282,416円

（予算額の内訳）

25節　積立金　1,283千円

【住宅用地造成事業等特別会計】

一般会計繰出金 （事業内容） まちづくり政策課

前年度繰越金確定による一般会計繰出金

・前年度繰越金　747,250円

（予算額の内訳）

28節　繰出金　748千円

【農業集落排水事業特別会計】

一般会計繰入金・前年度繰越金 （事業内容） 下水道課

前年度繰越金確定による繰越金の増額及び繰入金の減額

・前年度繰越金　　169,034円

（予算額の内訳）

一般会計繰入金　　▲168千円

前年度繰越金　　　　168千円

－11－



（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　　　　源　　　　　　　内　　　　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

6-7 1-1-1 12,130 12,130

6-7 3-1-1 18,858 18,858

6-7 6-1-2 22,155 22,155

6-7 3-1-1 1,283 1,283

6-7 1-1-1 748 748

4-5 3-1-1 0

4-1-1

－12－



★印は新規事業  ☆印は箇所新

項　　　　　　　　　　　目 内　　　　　　　　　　容 所管課

【公共下水道事業特別会計】

一般会計繰入金・前年度繰越金 （事業内容） 下水道課

前年度繰越金確定による繰越金の増額及び繰入金の減額

・前年度繰越金　　1,009,135円

（予算額の内訳）

一般会計繰入金　  ▲1,008千円

前年度繰越金　　　  1,008千円

－13－



（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　　　　源　　　　　　　内　　　　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

4-5 5-1-1 0

6-1-1

－14－


